
連載：現代管情報シリーズ

ロシア製

ショート・プレート型12AX7系lこついて（前編）

Vbskhod12AXTVKA
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はじめに

ロシア製の12AX7VKAと言っ

ても，恐らくほとんどの方は見たこ

とも聞いたこともないと思います．

ロシア製の真空管にはReflector

工場製品とSvetlana工場製品とい

う大きな二つの流れがありますが

12AX7VKAはVoskhod－KRLZ

というそれらとは異なるメーカーか

ら発表された新型管です．Ⅴ∞khod－

KRLZの前身は　旧ソ連時代にKR－

LZと呼ばれた国営の真空管工場で

した

かつて軍用の受信管を製造してい

たKaluga工場ことKRLZは1990

年代中に真空管の製造を終結したと

ばかり思い込んでいただけに，2011

年頃になって自社ブランド球を開

発・販売したことは驚きでした

12AX7VKAはデビュー後すぐ

に欧米で注目を集め，取扱店も現れ

ました　そこで　2012年の夏に米

国から取り寄せてみましたが　当時

はPsvaneなど他のユニークな新製

品のほうに強い関心があったため．

ご紹介するのか後回しになっていま

した．

実は　ロシア製の12AX7VKA
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を今回のテーマに据えようとして下

調べを4月に再開したところ．事態

が大きく変わっていることに気付き

ました

2年ぶり　に閲覧したJSC

Voskhod－KRLZのホームページ（ht－

tp：／／www．voshod－krlz／ru／）から12

AX7VKAの姿が消え，さらに，か

って販売していた取扱店は軒並み

「在暁切れ」になっています，事憎は

不明ですが現在は製造を中止してい

る模様です．

それとは別に，ロシア製の12AX

7系には以前から不思議に思ってい

ることがあります．Sovtek－12AX

7Wシリーズ（12AX7WA，12AX7

WB．12AX7WC）だけはReflector

工場製の現行MT管に共通する特徴

があまり見られないことです．

もしかしたら，Sovtek－12AX7

Wシリーズは他社からOEM供給

を受けているのではないかと推測し

ましたが　それを裏付ける情報は全

く得られず．製造元は皆目見当がつ

きません．

ところが　2012年に入手した

Voskhod－KRLZ製の12AX7VKA

と比較したところ，共通点が非常に

多いことがわかりました

そこで今回は　短命に終わってし

まったVoskhod－12AX7VKAの

概要を参考までにご紹介するととも

に，12AX7VKAを入手したこと

によって何となくわかってきた

Sovtek－12AX7Wシlj－ズの素顔

に迫ってみたいと思います．

★Voskhod－KRLZについて

Voskhod－KRLZは　持味会社：

VoskhodJSC OointSt00kCampany）

の「雪即日でKalugaRadioTube

Plant（KRLZ）とも呼ばれています．

ちなみに“Z”はZavod（ザヴオート）の

略で　ロシア語で「工場」を意味して

います．

Ⅴ∞khod（ウォスホート）はロシア語

で「日の出」や「夜明け」を意味しま

す．ウォスホートと言うと．旧ソ連

が開発したウォスホート有人宇宙船

が有名です．1961年にユーリイ・

ガガーリン少佐を乗せて人類初の有

人宇宙飛行に成功したことで知られ

るヴオストーク（Vostok：ロシア語で

「東」の意味）宇宙船の後継機です．

1964年に3人を乗せた有人宇宙飛

行に成功した1号に続き，翌1965

年に打ち上げられた2号では世界初

の船外宇宙活動にも成功していま
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には四角いスリットが設けられてい

ます．表面が灰色で断面が銀色のた

め，アルミタラツド鉄板製です．接

合面は幅2mmでカシメ穴は無く，

2枚のプレート材は間に支柱を挟ん

で溶接されています．

プレート支柱とグリッド支柱は

ともに上下にパイプを被せて主マイ

カにしっかりと固定されており，カ

ソード・スリープには上下ともマイ

カに巻き付けられたタブカ瀬付けさ

れています．これらは制振対策の一

環です．カソード・スl）－プに接続

されたタブが代役を果たすためなの

か，スプリング・マイカはセットさ

れていません．

2つのユニットから計4本伸びた

プレート支柱の上方はハトメを介し

てトップ・マイカに連結されており．

かつ各ユニットのプレート支柱の片

側は，直下に位置する1・6番ピン

のステム・リードにパイプを介して

連結され　垂直方向の屋台骨の強度

を高めています．

ヒ一夕は伝統的なヘアピン状のフ

ォールデッド型と思われます．

Philips系製品のように，点火時の

ラッシュ・カレントによって閃光を

発することはありません．各ユニッ

トのヒ一夕はブス・バー（パス・バー）

を介して接続されています．ブス・

バー（バス・パー）はサブ・マイカに固

定されており．上に重ねた主マイカ

を多層プ）ント基板の絶縁材のよう

に使うことで　シールド板や各電極

との接触を避ける巧妙な設計になっ

ています．

全体的に見て，12AX7VKAは

精巧かつ丁寧に組み立てられていま

す．

以上のような特徴を持つ12AX7

VKAを眺めているうちに．他社製

品の中にこれと良く似たものがある

ことに気付きました．それは
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Sovtek－12AX7Wシリーズ（12AX

7WA，WB，WC）ですが　これらと

の比較は後編で行うこととします．

Voskhod－12AX7VKAの

電気的特徴

12AX7VKAのオlJジナル規格

表は第1表のとおりです．欧米メー

カーの規格表とは表現の仕方が違う

ため，ちょっと見づらいかもしれま

せん

まずヒ一夕の特性を見ると，6．3

V点火時のHはノミナル340mAで

305mA以上375mA未満が規格の

詐容範囲です．

電極間容量は入力例2．15pF．出

力側1．9pF，プレート～カソードな

らびにヒ一夕間0．55pF（いずれもノ

ミナル）です．

最大定格はEpmax＝300V，

Ipmax＝10mA．プレート損失lW．

ダ）ッド回路抵抗は最大IM〔主　ヒ

ーターカソード間耐圧は正方向100

V，負方向100Vで　動作寿命は1

万時間（最低5，000時間）を規定してい

ます．

Ep＝250V，Eg二一1．5V時の

特性は．Ipは1．2mA以上Gmの

許容範囲は1．4mA／V以上2．65

mA／V未満　ノミナルは1．9mA

／Vです．申まノミナル91で85

－110が許容範囲です．

12AX7の規格と比較すると，If

は13％程（40mA）多くなっており，

加熱電力もその分大きくなっていま

す．Epmaxやプレート損失は同レ

ベルですがIpmaxは25％（2mA）

多く許容していて．Gmは約19％

（0．3mA／V）高く，〟が6％低いため．

内部抵抗はやや低めなようです．さ

らに，ダ）ッド回路抵抗の最大値や

ヒーターカソード間耐圧も微妙に異

なります．

まだ構造的に酷似したSovtek－

12AX7Wシリーズの規格（第2表）

と比較すると，IfやEpmax，Ip－

max，プレート損失，ヒーターカソ

ード間耐圧，グリッド回路抵抗の最

大値，電極間容量は同レベルです．

さらに，Ep＝250V，Eg二一1．5

V時の特性を見ると，Ipが1．2mA

でGmが1．9mA／Vであること

を含めて，各スペックは12AX7

WBや12AX7WCと同レベルです．

結論として，12AX7VKAの特

性はSovtek－12AX7WBや12AX

7WCに限りなく近いというのが実

感です．

Vbskhod－12AX7VKAに

関する現段階での考察

12AX7VKAの化粧箱には

VOSKHODのブランド名と水平線

が昇る日の出をイメージしたイラス

トが描かれていますが　Voskhod

はロシア語で「日の出」や「夜明け」

を意味することからこのようなデザ

インが使われており，青と朱を基調

にした箱の色は．水平線から昇る太

陽をイメージしているようです．ま

た，箱に書かれた’’PROFESSION．

AL TUBE”や”LIVE SOUND”の

文言は　オーディオ用のスペシャル

管として設計されたというPRのよ

うです，そして12AX7VKAの型

番は12AX7VOSKHODKALU＿

GAを意味しているようです．

電気的に絶縁されたシールド板の

両側にキャラメル状の小型電極を2

つ並べて円い主マイカに取り付けた

後，座布団状のサブ・マイカで上下

から挟み込んでいること「各ユニッ

トから計4本伸びたプレート支柱で

各マイカを連結していること．ヒ一

夕がブス・バー（パス・パー）を介して

接続されていること　ゲッタ一台が

丸皿状で／ピンが銀色にメッキされ

ていて，ステムの底面に英数字が刻
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なりましたが　これによって我々ア

マチュアも謎のヴェールに包まれて

いた旧ソ連製真空管の実体を知るこ

とができるようになりました．

旧ソ連時代の真空管工場について

は様々な情報や資料がありますが

その内容はまちまちで　全てを網羅

したものは見当たりません　中には

伝聞に基づいて書かれたものもあ

り，同じ工場の解説であっても，資

料問で表記や内容が異なります．そ

のため，複数の情報を突合せなけれ

ば真相はわかりません．

ここではロシアからの情報を基本
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◆Voskhod－KRLZ12AX7VKAの構造的特徴

に，複数の資料をまとめた結果わか

ったことをご参考までにお伝えしだ

いと思います．

‖svetlanaエ掃（SvetlanaEiec－

tronDevices－Spb）

かつての帝政ロシア時代の首都

で　旧ソ連時代にはレニングラード

と呼ばれたSt．Petersburg（サンク

トペテルブルク）はロシアを代表する港

湾工業善師です．この地に設立され

たSvetlana工場ま，20世紀初めに

創業した国内最古の歴史と伝統のあ

る真空管工場です．Svetlanaはロシ

ア語で「光」を意味します．元は電球

工場で1928年から真空管の製造

を開始し，高水準の製造授術を持つ

ことで有名でした．国内最古の歴史

と伝競，高度な技術力を有するだけ

あって，製品は多種多様で　旧ソ連

時代には軍拡の名の下で膨大な教の

真空管を製造しました工場記号は

“Cnを円く囲んで両側に三本の線を

生やした“Winged－C．と呼ばれるデ

ザインですが．初期は羽が無かった

ようです．

受信管のうち，ST管では2C3C（2

A3相当）．5It3C（5U4G相当），6C

ラ　ジオ技術
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［20］Foton工場：ウズベキスタン

ウズベキスタン共和国の首都：

Tashkent（タシュケント）は　中央ア

ジア最大の工業都市です．ナチス・

ドイツの侵攻を受けたヨーロッパ・

ロシアから工場が疎開され　第二次

世界大戦中に工業化が進みました．

Foton（フォトン）工場は1941年に設

立され　翌年から受信管や小型送信

管の製造を開始しました製品には

6H7C（6N7GT相当），6H8C（6SN7

GT相当），6P3C（6L6相当のガラス管）．

Z62P（6J6S）．C－837（837相当）など

があります．1965年には半導体や

集積回路の製造に完全に移行したた

め，国営工場の中では比較的早い時

期に真空管の製造を終結しました．

1995年には持株会社：Foton－JSC

の一部門となりました　ホームペー

ジ（httpJ／wwwJoton．uz／eng／）を見

ると，現在は大電力用や高電圧用の

タイオーr，高周波用FET，LED，

省エネ・ランプ　ダイオード・ブリ

ッジ　半導体メモリ．集積回路．テ

レビ受像陳　ソーラー・システムな

と様々な電子部品や応用機器を製造

していることがわかります．

管壁に菱形の工場記号が表示され

た1950年代のFoton工場製の6P

3Cや6H7C．6H8Cが時折市場に

出回っています．かつて秋葉原にあ

ったタクトでこれらを見つけた時に

は「ずいぶん古い時代の旧ソ連製真

空管だな．珍しいからから買ってお

こうか」という程度の認識しかあり

ませんでした，後になって中央アジ

アのウズベキスタン製であることが

わかった時には大変驚きましたが

前述のような歴史的経緯があること

を知って納得した次第です．

まとめ

今回の調査では20の真空管工場

が旧ソ連時代に設立されたことが確
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忍できましたが　現在も操業してい

ているのは5つ程度に限られます．

ただしそれらの全てが昔どおりに多

種多様な球を製造している訳ではな

く．ほとんどは工業用・通信用の送

信管や表示管，マグネトロン，サイ

ラトロンなどの特殊管に限られ　内

容的には欧米に現存している真空管

メーカーとさほど変わりがないよう

に思われます．旧共産圏のロシアと

言えどもオーディオ用の受信管を製

造しているのはReflector工場と

Svetlana工場の2つだけです．現在

の需要や市場のシェアを考えると，

この二大メーカー体制は今後も変わ

らないと思われます．

余談になりますが旧ソ連製真空

管には管壁に朝顔を真上から見たよ

うなデザインのロゴ・マークが表示

されたものが見受けられます．この

ユニークなロゴ・マークは工場記号

ではなぐQualityRosette録と呼ば

れる品質管理マークで　軍の各種検

査に合格したことを示す証です．

★次号予告

前回ご紹介したロシア製Muu狐d－

12AX7復刻版の冒頭でもお伝えし

たとおり，12AX7と差し替えられ

る互換球は旧ソ連時代には存在しま

せんでした1980年代になって軍

からの放出球が電子楽器向けに米国

に輸出されるようになりましたが

その中には6．3V点火で12AX7類

似特性の6N2Pや6N2P－EVが含

まれていました　6N2P系は安価な

ことに加えて品質も良好であったた

めギター・アンプ分野で注目されま

したが6．3V点火専用のため，こ

れを使うためには機器側でソケット

周りの酉蘭！変更が必須でした．この

不便さを解消するために12AX7と

差し替えられる球へのニーズが高ま

り，商社から互換球の開発要請があ

ったようです．そこでメーカー側で

は6N2P系のヒ一夕を複電圧化し，

口金接続を変える手法で12AX7の

相当管が開発されました．実際に索

体に選ばれたのは6N2Pの長寿命・

耐震構造版である6N2P－EVで　こ

れを改造して生まれたのがSovtek－

12AX7WAです．

Sovtek－12AX7WAは12AX7

と類似の特性を有していますが　〟

のノミナル・スペックは12AX7よ

りも2％低い98です．ほどなくして．

〟が5％高い（103）12AX7WBが登

場し，1990年代末にはノイズが少

な目でヘッドルームが広い12AX7

WCも発表されました

ところで　このSovtek－12AX7

Wシリーズには他のRenector工場

製12AX7系に共通する特徴があま

り見られないことが以前から気にな

っていました

まず，ステム底面やヒ一夕周りの

部材の形状が他の12AX7系とは異

なり，本シリーズ独自の仕様となっ

ています．そして，12AX7WAや

12AX7WBと12AX7WCとでは

プレート側面部の形状やグッタ一台

の形状が異なり，加えて12AX7

WAと12AX7WBは同じ型番同士

であっても製造時期によってプレー

トの色や側面の形状　ダック一台や

ステム底面の形状が異なります．さ

らに12AX7WBの一世代前のバ

ージョ　ンと今回ご紹介した

Voskhod－KRLZ製の12AX7VKA

は外観や博通が酷似しています．

これらの事例が一体何を物語って

いるのか？を説明してくれる資料や

情報は残念ながら見当たりません

そこで次回は　これまでに入手した

サンプルの観察結果をもとに．何と

なくわかってきたSovtek－12AX7

Wシリーズの素顔に追ってみたいと

思います．
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